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本製品パッケージの同梱品リストです。部品が不足している場合は、お手数ですが ZHIYUN または販売代理
店にお問い合わせください。

同梱品リスト

フォローフォーカスモー
ター 1

サポートロッド 1

フォローフォーカスリング 2

六角レンチ 1

ZW-Micro-004 データケ
ーブル 1

専用ケース 1

製品概要
Crane 2 サーボフォローフォーカス ( 機械式 ) は、Crane 2 専用のカメラレンズを制御する外部フォローフォー
カスです。フォローフォーカスモーターと固定クランプで構成されています。
Crane 2 サーボフォローフォーカス ( 機械式 ) は各種カメラレンズに対応しています。Crane 2 をケーブルモー
ドで使用すると、サーボフォローフォーカスとカメラの両方をコントロールできます。Crane 2 モーションセン
サーリモコンを使用すると、ケーブルモードとワイヤレスモードのどちらでもサーボフォローフォーカスをコン
トロールできます。

ステータスインジケーターの説明

Crane 2 サーボフォローフォーカス ( 機械式 ) の各部名称

Crane·2 サーボフォローフォーカス·( 機械式 )·の各部名称

バッテリー残量インジケーター
バッテリー残量がない場合は素早く点滅し続けます。
1 回素早く点滅する場合、バッテリー残量は 25% 未満です。
2 回素早く点滅する場合、バッテリー残量は 50 ～ 25% です。
3 回素早く点滅する場合、バッテリー残量は 75 ～ 50% です。
4 回素早く点滅する場合、バッテリー残量は 100 ～ 75% です。
アップグレードステータスインジケーター
エラーインジケーター
( 詳細については 9 ページのトラブルシューティングをご覧くだ
さい )

バッテリー残量イ
ンジケーター

アップグレードステータ
スインジケーター

エラーインジ
ケーター

ステータスイン
ジケーター

左側データポート ( カ
メラとの接続およびフ
ァームウェアアップグ

レード用 )

左側データポートモー
ドボタン

電源ボタン

ギヤ

サポートロッド

サポートロッド固
定クランプ

底面データポート 
( スタビライザーまたは充電器との接続用 )
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充電方法

バッテリーの充電

電源アダプターもしくは Crane 2 と接続すると、サーボフォローフォーカス内蔵の充電式リチウムバッテリー
を充電することができます。
容量：300mAh
電圧：5V
充電電流：1500mA
充電時間：0.5h

1. サーボフォローフォーカスを初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、満充電になってい
ることをご確認ください。

2. 10 秒間電源入力が無い場合、サーボフォローフォーカスは自動的にシャットダウンします。

1. サポートロッドをねじを回して 2 個の部分に分割し、底面のナットを取り外します。

製品の取付方法

製品の取付方法

2. まず六角レンチでサポートロッドの短い部品を取り付け、それからサポートロッドの長い部品とナ
ットを取り付けます。サポートロッドの長い部品の側面の穴に六角レンチを差し込み、回して取り
付けてください。

3. フォローフォーカスリングのロックを外し、レンズのフォーカスリングに取り付けます。フォロ
ーフォーカスリングがレンズのフォーカスリングにしっかりと固定されていることを確認してく
ださい。

1. サーボフォローフォーカスが正しく動作するため、フォローフォーカスリングがレンズのフォーカ
スリングにしっかりと固定されていることを確認してください。

2. フォローフォーカスリングにフォローフォーカスモーターを取り付ける前に、フォローフォーカス
リングのロック部が動作の妨げにならない位置に来るよう調節してください。
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4. カメラとスタビライザーのクイックリリースプレートを取り付けます。モーターのサポートロッド
固定クランプを緩め、サポートロッドにフォローフォーカスモーターを挿入します。 

5. ZW-Micro-004 データケーブルを使用し、Crane 2 チルトモーターデータポートとサーボフォローフ
ォーカス底面データポートを接続します。

製品の取付方法

6. サーボフォローフォーカスの左側データポートに、カメラコントロールケーブルを接続し、ケーブ
ルの他端をカメラの対応するポートに接続します。

7. Crane 2 ユーザーマニュアルの指示にしたがって、カメラとスタビライザーのバランスを調整します。
チルト軸のバランスを調整する前に、サーボフォローフォーカスが適切な位置に配置され、外側ギ
ヤがフォローフォーカスリングとかみ合っていることを確認してください。

製品の取付方法
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適切に接続されていれば、Crane 2 の起動と同時にサーボフォローフォーカスも自動的に起動します。Crane 2
のフォーカスローラーまたは Crane 2 モーションセンサーリモコンを回転させると、ギヤが回転します。

使用方法

使用方法

ヒント：
Crane 2 のメニューで Sony 製カメラの電源供給機能がオフになっている場合は、サーボフォローフォーカス
の電源ボタンを押して電源を入れてください。それでも正常に起動しない場合は、9 ページのトラブルシュー
ティングを参照してください。

ファームウェアのアップグレード

ファームウェアのアップグレード

MicroUSB ケーブルでサーボフォローフォーカスとコンピューターを接続すると、ファームウェアのアップグレ
ードを行うことができます。
1. ZHIYUN の公式サイト：www.zhiyun-tech.com にアクセスします。
2. 「DOWNLOAD」をクリックしてファームウェアアップグレードチュートリアルパッケージを見つけ、

お使いのサーボフォローフォーカスに対応するドライバーとキャリブレーションツールおよび最新
ファームウェアをダウンロードします。(Mac および WIN 10 システムでは、USB ドライバーをイン
ストールする必要はありません。

3. MicroUSB ケーブルでサーボフォローフォーカスとコンピュータを接続し、スタビライザーの電源を
入れ、左側のデータポートモードボタンを手動で操作して、サーボフォローフォーカスをアップグ
レードモードに切り換えます。

4. ダウンロードしたアップグレード / キャリブレーションツールを起動して、ウェブサイトの ファー
ムウェアアップグレードチュートリアルに表示されている指示に従ってファームウェアをアップグ
レードします。

or

ファームウェアのアップ
グレード中 ...
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トラブルシューティング 製品仕様

トラブルシューティング

番号 トラブルの状態 考えられる原因 対策

1 インジケーターが赤く1 回
点滅する ケーブルの接続不良 ユーザーガイドを参照してケーブルの

接続を確認します

2 インジケーターが赤く2 回
点滅する

モーターまたはギヤの動きが妨
害されているため、自動保護機
能が作動している

障害物によって回転が妨げられていな
いか確認します

3 インジケーターが赤く3 回
点滅する

カメラコントロールポートの短
絡 

カメラコントロールポートが短絡して
いないか確認します

4 インジケーターが赤く4 回
点滅する システムの不具合 カスタマーサービスにご連絡ください

5 インジケーターが赤く点灯 アップグレードの失敗 公式サイトを参照してもう一度ファー
ムウェアをアップグレードしてください

6 サーボフォローフォーカス
が起動しない

サーボフォローフォーカスのバ
ッテリー残量が不足している 

黄色のインジケーターが 4 回点滅する
までサー ボフォローフォーカスを充電
します

ケーブル接続の間違い ユーザーガイドを参照してケーブルの
接続方法を確認します

Crane 2 が起動しない Crane 2 が先に起動することをご確認
ください

Crane 2 のメニューで Sony 製
カメラの電源供給機能がオフに
なっている

電源ボタンを押して、サーボフォローフ
ォーカスを手動で起動します

トラブルの解決策が見つからない場合、弊社のカスタマーサービスにご連絡ください。

製品仕様

製品モデル番号 CMF-01

充電電圧 5V

内蔵リチウムイオンバ
ッテリーの容量 300mAh

重量 176g

ギヤ 0.8 モジュール、24 歯

本書は変更されることがあります。
ZHIYUNTM は ZHISHEN TECH の商標です。
Copyright © 2018 ZHISHEN TECH.All rights reserved.

対応するスタビライザー Crane 2

充電電流 1500mA

充電時間 0.5h

サイズ 85x46x35.5mm
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免責条項と警告 免責条項と警告

ZHIYUN Crane 2 サーボフォローフォーカス ( 機械式 ) をご利用いただき誠にありがとうございます。ここに記
載されている情報は、お客様の安全と法的権利と責任に関わります。使用前に本文書をよくお読みになり、正
しく設定されていることを確認してください。本文の説明と警告に従わず操作を行うと、ご自身や周囲の人々
に傷害をもたらし、装置や財産に損失を招く恐れがあります。
ZHIYUN では、本書および Crane 2 サーボフォローフォーカス ( 機械式 ) に関連するすべての関連文書の最
終的な解釈の権利、および予告なしにいつでも変更を加える権利を留保します。最新の製品情報については 
www.zhiyun-tech.com をご覧ください。
本製品を使用することにより、本書を注意深く読み、 本契約書の条項を理解し、同意したと見なされます。お
客様は、本製品の使用中、お客様自身の行為およびその結果について、お客様が全責任を負うことに同意す
るものとします。ZHIYUN が作成し入手可能にしたすべての条件、予防措置、慣行、方針、およびガイドライン
に従って、本製品の適切に使用することに同意するものとします。
ZHIYUNTM では、本製品の使用に伴って発生した損害や負傷などに関して、一切法的責任を負いません。お客
様は、本規定に定めるものを含め ( 規定の内容だけに限定せず )、安全かつ合法的な使用方法を順守するも
のとします。
ZHIYUNTM は Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.( 以後  「ZHIYUN」 または  「ZHIYUN TECH」 と
称する ) およびその関連会社の商標です。ここに記載されているすべての製品名または商標は、それぞれの
所有者の商標または登録商標です。

警告

安全操作のガイドライン

操作前に本製品の機能を理解するために、ユーザーガイドをよくお読みください。製品を正しく操作しないと、
製品の損傷や個人の財産の損失を引き起こし、さらに人身への傷害を招く恐れがあります。精密機器ですの
で、本製品には注意深い操作が必要であり、さらに基本的な機械操作ができる能力を必要とします。本製品を
安全かつ責任ある方法で使用しないと、使用者が負傷したり製品やその他の財産が破損する恐れがあります。
本製品は、大人の監督なしにお子様が一人で使用することはできません。ZHIYUN が提供する製品ドキュメン
トに記載または指示に従って使用し、互換性のないコンポーネントとの使用、またはその他の方法で使用し
ないでください。この安全ガイドラインには、安全、操作、メンテナンスのための説明が記載されています。製
品を正しく操作し、損傷や重傷を避けるために、組み立て、セットアップ、または使用前に、ユーザーガイドの
すべての指示と警告を必ずお読みください。

ご注意：
1. Crane 2 サーボフォローフォーカス ( 機械式 ) は高精度のコントロールデバイスです。落下させたり

衝撃を与えたりすると、Crane 2 サーボフォローフォーカス ( 機械式 ) が損傷し、動作不良が発生す
る恐れがあります。

2. Crane 2 サーボフォローフォーカスの電源がオンになっている場合、スタビライザー軸の回転が外的
な力によって妨げられないようにしてください。

3. Crane 2 サーボフォローフォーカスは防水ではありません。Crane 2 サーボフォローフォーカスはい
かなる液体類にも接触させないでください。クリーニングには乾いた柔らかい布を使うことをお勧
めします。

4. 使用中は、Crane 2 サーボフォローフォーカスににほこりや砂などが付着しないようご注意ください。
警告
火災や怪我、器物の破損を防止するために、バッテリーの使用・充電・保管中は以下の安全ガイドラインを守
ってください。
充電
1. バッテリーを壁のコンセントまたは車の充電器のソケットと直接接続しないでください。必ず 

ZHIYUN 認定のアダプターを使用して充電してください。ZHIYUN は、ZHIYUN 以外の充電器を使用 
したバッテリーの充電には、一切責任を負いません。

2. バッテリーと充電器を引火性物質の近くや可燃性物質（カーペットや木材など）の上に置かないで
ください。事故を防ぐため、充電中はバッテリーを絶対に放置しないでください。

3. 使用直後はバッテリーが高温になっている可能性があるため、充電しないでください。バッテリー
の温度が室温程度まで下がってから充電してください。45℃以上または 0℃未満の温度でバッテリー
を充電すると、液漏れ、発熱、破損の原因となります。

4. 使用前に充電器を調べ、エンクロージャ、コード、プラグなどの部品が損傷していないことを確認
してください。損傷した充電器を使用しないでください。アルコールなどの可燃性溶剤を含む液体
で充電器をクリーニングしないでください。使用しないときは充電器を外してください。

バッテリーの保管
1. バッテリーはお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
2. バッテリーをストーブまたはヒーターなどの熱源の近く、または暑い日の車内に放置しないでくだ

さい。バッテリーを温度が 60℃を超える環境に絶対にさらさないでください。適正な保管温度は
22℃ ~28℃です。
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3. バッテリーは乾燥した環境に保管してください。
4. バッテリーの過放電を防止するために、完全に放電した状態で長期間放置しないでください。バッ

テリーの損傷や破損の原因となります。

バッテリーのメンテナンス
1. 高温または低温の環境では、絶対にバッテリーを使用しないでください。
2. 温度が 60℃を超える環境にバッテリーを保管しないでください。

輸送時の注意
1. 航空機でバッテリーを輸送する場合はバッテリー残量をを 25% 以下まで放電してください。バッテ

リーは、可燃物のない場所 ( できれば乾燥している広い場所 ) で放電させてください。
2. メガネ、時計、ジュエリーなどの金属製の物と一緒にバッテリーを保管または輸送しないでください。
3. 損傷したバッテリーは輸送しないでください。輸送の際は、必ずバッテリーの残量を 50% 以下まで

に放電してください。

バッテリー廃棄処理
バッテリーは完全に放電した後、指定されたバッテリー回収箱に廃棄してください。バッテリーを通常のゴ
ミ箱に入れないでください。バッテリーの処分とリサイクルに関しては、お住まいの地域の規制を厳守して
ください。

免責条項と警告 保証書

1. ご購入いただいた製品について万一障害が生じた場合、お住まいの地域の代理店もしくは、service@
zhiyun-tech.com または公式サイト www.zhiyun-tech.com から ZHIYUN のカスタマーサービスにご
連絡ください。

2. お住まいの地域の代理店または ZHIYUN のカスタマーサービスでは、製品の問題やお客様が遭遇し
た問題に関するサービスについてその手続方法をご案内致します。

3. ZHIYUN は破損または返品された製品を再検査する権利を留保します。

保証請求手順

1. 無許可の修理、誤用、衝突、不注意、誤った取り扱い、水没、事故、不正改造によって発生した故
障の場合。

2. 不適切な使用が行われた製品、ラベルやセキュリティタグが破損または改ざんされた製品。
3. 保証期間が過ぎている場合。
4. 火災・地震・雷・風水害・その他の天災地変、公害による損傷。

保証対象外事項

1. 製品到着後 15 日以内に初期不良が発生した場合、交換または無料修理サービスを提供いたします。
2. ご購入後 12 カ月の保証期間中に、一般的なユーザーの通常利用の範囲および利用環境において発生

した製品の不良が、原材料または製造上の問題に起因するものと確認された場合には、無償にて修
理いたします。

3. 一部の州や国では、黙示的保証の存続期間に制約がないため、上記の保証期間が適用されない場合
があります。

保証期間
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保証書

お客様情報

氏名： 電話番号：

住所：

販売情報

販売日： 製品シリアル番号：

代理店の名称 

連絡先番号：

初回修理記録

修理日付： 修理担当者の署名：

故障の原因：

修理結果： □解決済み □未解決 □返品・交換

連絡先情報

Youku Youtube

WeChatFacebookGoogle+

VimeoWeibo公式サイト

電話：+86-773-2320856
公式サイト：www.zhiyun-tech.com
メールアドレス：service@zhiyun-tech.com
住所： Building No. 13, Creative Industrial Park, Guimo Road, Qixing District, Guilin 541004, Guangxi, China
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